
主催 黒松内ぶなの森自然学校

黒松内子ども長期体験活動

ぶなの森の

①ぶなもりだくさんコース

黒松内 ぶなの森自然学校

【期 間】 7月27日（金）～ 8月1日（水） 5泊6日
【対 象】 小学3年生～中学3年生 【定 員】30名
【参加費】 小学生：44,000円 中学生：46,000円

太平洋から日本海へ黒松内縦断ウォークや、子どもたちの希望を取り入れてプランを作
る選択制の野外キャンプなど、野外活動と挑戦がいっぱいのアドベンチャーコース！

【期 間】 8月2日（木）～ 8月8日（水） 6泊7日
【対 象】 小学3年生～中学3年生 【定 員】30名
【参加費】 小学生：51,000円 中学生：53,000円

②アドベンチャーコース

③チャレンジコース

海遊び、山遊び、テント泊！楽しいことをギュッとつめこんだキャンプです。
お泊りやキャンプが初めての子にもおすすめ！

【期 間】 8月9日（木）～ 8月12日（日） 3泊4日
【対 象】 年長～小学3年生 【定 員】30名
【参加費】 全学年：30,000円

【期 間】 8月9日（木）～ 8月15日（水） 6泊7日
【対 象】 小学3年生～中学3年生 【定 員】15名
【参加費】 小学生：51,000円 中学生：53,000円

＞詳しくは裏面をご覧ください。

ここでしか体験できない、夏休み！ 思い出がいっぱい！
スペシャルな
夏休みにしよう！

後援：黒松内町教育委員会、寿都町教育委員会

おためし！

23泊24日 ＞

※③チャレンジコースへの参加は、①と②もしくはいずれかのコースの参加者のみとさせていただきます。

⑤冒険カヌーコース

【期 間】 8月16日（木）～19日（日） 3泊4日
【参加費】小学生：31,000円 中学生：33,000
【対 象】 小学３年生～中学３年生 【定 員】15名

海に山に川に森に・・・色んな自然のフィールドに出かけよう！
黒松内の大自然を遊び尽くす、楽しさ盛りだくさんのぶな森生活！

自分達の「やってみたい！」を実現させよう。2泊3日野外泊を企画、設計し、挑戦する
『チャレンジキャンプ』。この夏の…いや、一生の思い出になること間違い無し！

夏キャンプの最後は湖畔にテントを張って、カヌーをたっ
ぷり楽しむキャンプ！パドルを持って漕ぎ出そう！

④やんちゃっこコース

＜ ３泊４日～

【森のようちえん】7月29,30日：乳幼児（保護者同伴）
【デイキャンプ】 8月13,14日：幼児～小中学生、親子

※詳細は別チラシがございます。お問い合せください。

参加したいけどお泊りはまだ不安…という子も大歓迎！
乳幼児向けの自然あそびをする「森のようちえん」や、海や川
あそびをみんなで楽しむ「デイキャンプ」も開催します！

☆日帰りデイキャンプ☆



TEL 0136-77-2012 FAX 0136-77-2020

E-mail bunamori@buna-cross. org （担当：熊手）
黒松内 ぶなの森自然学校

へのメッセージでも
お申込みいただけます。
ID：＠bunamori →

LINE＠

お問い合わせ
お申込みは

●スケジュール

集合

①7／27（金）

② 8／2（木）

③④ 8／9（木）

⑤8／16（木）

現地 15:30

札幌駅 12:30

新千歳空港 11:00-12:00

解散

①8／1 （水）

②8／8  （水）

④8／12（日）

③8／15（水）

⑤8／19（日）

現地 12:30

札幌駅 16:00

新千歳空港 16:30-17:00

●集合解散
札幌、新千歳 往復5,400円

※プログラムはあくまで予定です。天候や参加者の体調、
フィールドの状況により変更することがあります

●プログラム一覧
夏の北海道・黒松内町を中心に近隣の町村を含め、『森』『山』『海』『川』『町』など様々なフィールドの中へ出かけていく野外活動が
中心となります。キャンプはコースごとに分かれており、年齢や野外活動のレベルに応じてお好きなコースをお選びいただけます。

日程 活動内容（予定）

①ぶなもりだくさんコース ≪5泊6日≫

7/27 出会いの日 長期村開幕！開会式とウェルカムパーティー♪

7/28 海遊びの日 砂浜に磯に一日満喫！さあ海に飛び込もう！

7/29 山登りの日 黒松内最高峰の黒松内岳へ！頂上からの景色は如何に…?

7/30 川遊びの日 川の生きもの探し&プカプカ川を流れよう！

7/31 森遊びの日&野外泊 ホタルの棲む森を探検しよう！夜はテントにお泊り！

8/1 さよならの日 連続参加‥さよなら・休養の日

②アドベンチャーコース ≪6泊7日≫

8/2 出会いの日 連続参加‥外遊び・出会いの日

8/3 海探検の日 砂浜や磯で、歩いたり泳いだり飛び込んだりの海探検！

8/4 40㎞ウォークの日 太平洋から日本海へ！黒松内縦断40㎞ウォークに挑戦！

8/5 休養と準備の日 国際アワーや子どもプランの準備をしよう！

8/6 子どもプラン1日目 みんなの希望も取り入れつつﾃﾞｨﾚｸﾀｰ陣がﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽする1泊2
日の野外キャンプ！４つのコースから選んで、いざ出発！8/7 子どもプラン2日目

8/8 さよならの日 連続参加‥さよなら・休養の日

③チャレンジコース≪6泊7日≫ ④やんちゃっこコース≪3泊４日≫

8/9 フィールドワークの日 出会いの日
8/10 チーム分けと計画の日 川と海あそびの日
8/11 スキルアップと準備の日 山あそびのとテント泊の日
8/12 チャレンジキャンプ 1日目 さよならの日
8/13 チャレンジキャンプ 2日目
8/14 チャレンジキャンプ 3日目
8/15 さよならの日

⑤冒険カヌーコース ≪3泊4日≫

8/16 出会いの日 長期村最後のコースがスタート！

8/17 野外泊&カヌーの日 テントを持って湖畔での野外泊に出発!カヌーも練習しよう!

8/18 もっと！カヌーの日 更にステップアップして、もっとカヌーを楽しもう！

8/19 さよならの日 夏長期最終日！また会う日まで・・・！

※①～⑤のうち2コース参加で合計から4,000円の割引、3コース参加で合計から8,000円の割引があります。
※①～⑤のうち兄弟2人以上ご参加の場合、1人あたり2000円の割引（兄弟2人の場合、合計4,000円引）
※③のチャレンジコースへのご参加は、①か②いずれかのコースの参加者のみとさせていただきます。

●チャレンジキャンプ
子どもたち自身がアイデアを出し合って、2泊3

日の野外キャンプを企画します。スケジュール
の計画や、道具の準備なども子どもたちの力
に任せています。

≪これまでに挑戦したチャレンジキャンプ例≫
・洞爺湖一周ウォーク
・二晩連続で深夜に山に登ってご来光を見る
・カヌーの上にテントを張って水上生活

その他にも、たくさんの子どもたちのアイデア
が実現しています！

●子どもプラン

子どもたちのやりたい事や行ってみたい場所な
どの希望を聞き、開催期間中にディレクターが
1泊2日のキャンププランを考えます。参加者は
4つのコースから希望のものを選択できます。

≪これまでに行われた子どもプラン例≫
・秘境を巡る旅 (炭酸水の湧き水を探す、

天然温泉の川を探す 等)
・渓流遡行(川を遡ってどこまで行けるか…！)
・色んなトラップで昆虫採集&調べて図鑑づくり
・泳いでしかいけない海のトンネルに行く

●国際交流プログラム

夏長期中は道内や県外だけでなく、海外か
らもボランティアスタッフが参加しています。
①～④の各コース開催中に1時間程度の

『〇〇アワー』というプログラムがあり、各国
の文化や遊びの紹介時間があります。

各コース 日程 対象 定員 小学生 中学生

①ぶなもりだくさんコース 7/27（金）～ 8/1（水）（５泊６日）

小学３年生～
中学３年生

30名 44,000円 46,000円

②アドベンチャーコース 8/2（木）～ 8/8（水）（６泊７日） 30名 51,000円 53,000円

③チャレンジコース 8/9（木）～ 8/15（水）（６泊７日） 15名 51,000円 53,000円

④やんちゃっこコース 8/9（木）～ 8/12（日）（３泊４日） 年長～小３ 30名 30,000円

⑤冒険カヌーコース 8/16（木）～ 8/19（日）（３泊４日） 小3～中3 15名 31,000円 33,000円

〒048-0127 北海道寿都郡黒松内町南作開76


